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　花房　昭靜 

研産

  　この同窓会誌に浅香山時代のことを何か記すようにとの

ご依頼を受けました。しかし、私はそこを離れて約半世紀

経っていて、多くを忘れ去っています。そこで、個人的に

印象に残っていることをいくつか綴って、責めを果たすこ

とにします。

　私が生まれ育ったのは、浅香山キャンパス（堺市北花田町）

の東隣の中河内郡天美村（現松原市）であり、中学生の頃

から産研の存在を聞いていました。たまたま、ちょっとし

たご縁があって、昭和 23 年（1948 年）春から、村上増雄

先生のご厚意にあずかり、研究室へ何となく出入りするこ

とを許していただきました。その頃、戦後からまだ年が浅く、

近くの金岡には大勢の占領軍が駐留していましたし、大阪

や堺の市街地には、空襲による焼跡が広がっていました。

電気、ガス、水道水の市民への供給も充分ではありません

でした。産研でも、いつ停電するかわからず、長時間の連

続実験はできませんし、ガラス細工でせっかく仕上がりか

けたのに火が細って壊れてしまうこともあり、大事な結晶

をろ過している途中で水圧が下がり、アスピレーターが逆

流して台無しになってしまうこともあって、時折、実験室

で悲鳴が上がるような状態でした。

　浅香山地区の敷地は、約 6万坪と言われていますが、当

時その東側の約 7割は近くの農家に田畑として貸し出して

いて、その残りの土地の西南に、研究所の建物が大小 10 棟

程ありました。それらの建物には全て、「伊藤忠兵衛氏寄贈」

の銘板がはめられていました。伊藤氏は、近江商人の家系

であり、「店も客も共に利益を」という信条をもって繫栄し、

大阪財界をまとめ上げて新しい産業を振興させようと、広

大な土地、建物、さらには初期の研究費までも大阪大学に

寄贈しました。産研の生みの親であります。戦前の大阪経

済界の実力と郷土愛、壮大な心意気が偲ばれます。

　戦後 2年余りの産研の研究環境は上記のようでしたが、

やっと、欧米の学術文献が占領軍の好意によって、日本に

船便で送られてくるようになり、大阪では、阪大中之島キャ

ンパスの小さな建物の 2階に置かれました。村上先生がそ

れを調査しに行かれる時は、私はノートとインク壺とペン
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を携えてお伴し、先生が次々と指示なさるところを訳も分

からず必死に書き写しました。しかし、お陰で、学術論文

のことが少しずつわかってきたのはありがたいことでした。

　村上先生は、我が国で初めて有機化学反応の機構を研究

された方で、化学会で有機反応機構討論会を主催し開始さ

れました。また、自著「反応有機化学」の執筆にも着手し

ておられました。時折、その原稿を私に読ませてくださり、

理解しづらいところがないかとお尋ねになりました。初心

者にもわかりやすくという配慮です。事実、先生の反応論

の講義は、阪大理学部でも近畿大学理工学部でも難しいこ

とを易しく説明されると好評だったと聞きました。

　一方、村上研には、大饗茂先生が若手の助手として勤め

ていました。この方は、「敗戦下の貧乏な日本では化学の研

究など行うことはできない」と強く主張しておられました。

実際に、自分でアメリカのカンサス大学に職を見つけ、貨

物船で神戸から渡米され、研究室の皆で見送りに行きまし

た。まだ日本人の海外渡航など認められていない時代でし

たので、夢のように羨ましい話でした。

　その後、村上研からは、守谷一郎先生や、岡本義之先生

がパデュー大学へ行かれました。これらの方々のご苦労が、

アメリカ化学会などで評価されるようになり、大勢のポス

ドクが後に続くことができたのでしょう。

　昭和 27 年（1952 年）春、私は大学（旧制）を卒業し、

湯川泰秀先生のところに採っていただき、教務職員として

勤務することになりました。この時、電子通信分野に岡部

金次郎、金属分野に西山善次、有機化学分野に真島利行、

澱粉化学の二国二郎らの諸先生がおられ、文化勲章や学士

院賞を受けておられることを知り、産研を誇りに思うとと

もに、しっかりしなければと感じました。

　就職した当時、村橋研ではアセチレンを原料とした合成

化学、いわゆるレッペ化学の研究が盛んでした。ホルマリ

ンとの反応によるブチンジオールなどの合成について、堺

のダイセル等の企業研究者も参加し、工業生産を目的にし

た中間試験棟もつくられていました。わが国には石油が僅

かしか産出しないため、国産のカーバイドや石炭タールの

「浅香山時代の産研
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利用が進められていたためでしょう。ドイツの化学者レッ

ペ博士が産研に来訪し、村橋先生は「クライネレッペ」（小

レッペ）と呼ばれ、新聞にも大きく報道されました。同じ頃、

金属工作室に老練の技術者で恐い中村さんがおられ、この

方が数百気圧に耐えるステンレスのオートクレーブを製作

して下さり、水素、アセチレン、一酸化炭素など気体を用

いる加圧反応を行えるようになりました。ガラス工作室の

瓜本さんには、細かな実験装置でよくお世話になりました。

産研内に当初から独自の技術工作室があったことは、特筆

すべきでしょう。

　水素とアセチレンはシリンダー（ボンベ）で購入してい

ましたが、一酸化炭素はギ酸と濃硫酸の反応で発生させて、

ガスタンクに貯蔵しておかねばならず、これらの操作は、

萩原信衛先生が行って下さいました。その一酸化炭素を、

私はニッケルカルボニルを作るのに使わせてもらいました。

ニッケル塩の水溶液をオートクレーブに入れ、一酸化炭素

をコンプレッサーで加圧して加え反応させると、無色の液

体が水に沈んでいます。これがニッケルカルボニルであり、

分離して蒸留しアンプルに封入します。ところで、この物

質は揮発性であり、致死性のある超毒物なのです。金属の

化合物が水に混じらない液体であることに驚いたり、アン

プルに封入する時、パチパチと火花が出て破れ、閉じにく

かったりを面白がり、若気の至りで得意になりこの実験を

したことは忘れられません。ニッケルカルボニルは、アセ

チン誘導体から不飽和カルボン酸を合成するのに用いまし

た。致死性のものと言えば、ボスゲンを用いた実験も平気

でやりました。イソシアナト試薬を作るためです。幸いに、

誰からもどこからも苦情なく私も死なずに済んだのは、浅

香山の産研が、広い土地に建物がゆったりと離れていて、

建物内も風通しが良かったお陰でしょう。

　湯川研に可視紫外光の分光光度計や赤外分光器が設置さ

れたのは、やっとこの頃（1955 年）のことです。その少し

後に、日本で確か 2番目の核磁気共鳴吸収装置（40MH, バ

リアン社）が導入（桐山研？）されました。そのチャート

紙は長くて、巻紙のようで、吸収線はピークと呼べるもの

ではなく、だらだらの山と谷のようなものでした。有機化

合物の同定には、元素分析室（宍戸氏）のお世話になりま

した。確か昭和 30 年頃、萩原先生らは既に有機金属化合物

について多くの研究を行っておられました。パラジウム化

合物を利用する有機合成も萩原先生、高橋成年先生らの研

究をもって嚆矢とするのではないでしょうか。村上研では、

金属錯体を触媒にした不斉反応が試みられていました。湯

川研では、都野雄甫先生らによって、有機化学反応の速度

に及ばす各種の官能基の影響を定量的に評価する有名な研

究成果が発表されていました。しばらくして、放射線実験

所が浅香の産研 に設置され、コ

バルト 60 が深い水底で青白く

光っていました。

　また、研究所の予算にレクリエーション経費が加えられ、

教職員や学生の楽しい交流が非常に盛んになりました。二

国投手の剛速球や萩原・大塚ペアのテニスの無敵ぶりは目

に焼き付いています。私は夏は山登り、冬と春はスキーを

して遊んでいましたので、テントや寝袋を、皆が泊まりが

けのハイキングや海水浴などに広く利用できるように購入

しました。また、ある年の冬、希望者を募って 1泊 2日で

バスを貸切、神鍋スキー場へ行ったことがありました。ちょ

うど村橋研の学生さんに近鉄バスの社長さんの親戚の人が

いたこともあり、浅香の産研とスキー場を送迎してもらい、

運賃も安くサービスしてもらいました。スキー場では、清

水謙一先生らの北海道組 3名の華麗なスキーさばきに一同

眼を見張ったものでした。

　昭和36年（1961年）に阪神地方は、第二室戸台風に襲われ、

浅香の産研の屋根瓦は多く飛び散り、湯川研では窓ガラス

が割れて実験室は多大な被害を受けました。翌日、屋根に

上ってビニールシートを張ったり、後片付けに精出したの

は苦い思い出です。中之島地区は高潮による浸水で理学部

なども大きな被害でした。

　昭和 39 年（1964 年）に、石丸寿保先生が浅香の産研に

着任され、経口投与できる有効な抗生物質の化学合成法の

開発に着手されました。後年、その方法を大阪大学の特許

として取得され、多額の特許料が産研ではなく、国庫に入

りました。これは、時の学長や産研所長の毎年の概算要求

に大層役立ったと聞いたことがあります。

　昭和38年（1963年）夏、所長の小島公平先生のお心遣いで、

私は在外研究員にしていただき、ボストン大学に 1年、カ

リフォルニア大学ロサンゼルス校に 1年を過ごさせていた

だきました。そして、帰国後 1年半程で湯川先生のご推薦

を受け、広島大学理学部へ転出し、浅香山キャンパスに別

れを告げました。まもな

く、産研も吹田地区へ移

転しました。

　浅香の産研での十数年

間を回想し、諸先生から

受けた御薫陶と、同僚か

らの温かい友情に対して、

ただただ感謝のほかあり

ません。ここに改めて多

くの方々に厚く御礼申し

上げます。
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↑浅香の産研本館正面



　澤田　正實 

研産

 ●私の健康について

　いつの頃だったか忘れましたが、現役時代に、大手前病

院の人間ドッグで、コレステロール値が高いと指摘を受け

ました。自宅近くの内科医を受診して、高脂血症の薬療法

を続けていました。退職の２～３年前（60 歳の頃）、その

クリニックでたまたま受けた「頸動脈エコー検査」で、頸

動脈に大きなプラーク（隆起物）のあることが判明しました。

正常血流からみて60％阻害されているというデータでした。

そのうちに、血栓が発生して脳梗塞、心筋梗塞の危険性大

ということでした。とにかく薬療法と運動療法とで当面の

危機を乗り切る方針でした。現役でしたので、朝起きぬけ

の 1時間をウォーキングにあてることにし、自宅から自転

車で 10 分の所にある万代池公園で、40 分のウォーキング

を行い、自転車で帰宅して丁度 1時間という配分です。暑

い夏でも、寒い冬でも ( 雨天以外）実行しました。その継続

の甲斐あって、５～６年後の検査で見事プラークは消滅し

ました！

　今では朝起きぬけの公園ウォーキングはすっかり生活習

慣の一部になりました。その結果、老体の健康に良い点が

多々あることを実感しています。血流促進（血管若返り）、

セロトニン分泌、集中力向上、便通良好、肩こり予防等々

です。思い当る方には簡単なのでお薦めいたします。
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●私の居場所について

　現役時代には、毎年３月に定年退職（退官）される先生

方のその後の生活を折に触れて垣間見てきました。そして、

自分自身の退職が近付いてくると、「一体自分はどうするの

か」と、「どうなるのが良いと思っているのか」と思いを巡

らすようになりました。そして、必要なことは、退職後 10

年から健康なら 20 年先まで「自分の居場所をどこにする

のか」「そのために今何をするのか」を明確にすることと気

付きました。

　私の居場所その 1は、「阿倍王子神社氏子奉賛会」です。

ちょうど自宅前が世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に

繋がる旧熊野街道であり、その道を挟んで阿倍王子神社が

鎮座するという、地理的条件下にあります。平安時代から

盛んになる熊野詣の途中には、休憩所兼遥拝所と言われた

「王子社」が 99 あって、当神社は大阪府下旧地現存唯一の

王子社であるとその歴史や謂れを誇っています。さらに、

平安時代の陰陽道、天文推算学の大家「安倍晴明公」を御

祭神とする「安倍晴明神社」を末社に擁しています。両神

社共、最近では歴史好きの老若男女の人気スポットになっ

て大賑いです。

　現役時代はもっぱら自宅と大学の往復ばかりでしたが、

退職後は、地元近隣の方々とのお付き合いが「社会とのか

かわり」の原点になると考え、地元密着型社会貢献を考え

るようになりました。そこで退職後、当神社の総代会（委

員会）や各種行事に積極的に参加するよう努めました。地

の利もあってメンバーの方々と次第に懇親が深まりました。

3～ 4年後には突然氏子奉賛会の会長職を指名されること

となり、それ以後一層当神社の護持発展と夏祭りを初めと

する地域伝統文化の継承に会員共々努めるようになりまし

た。特に夏祭りの渡御式では、枕太鼓、神輿、獅子舞など

「退職前後に考え、

Masami  Sawada
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実行していること」

  　産研のOB、現役の皆さまに向けて同窓会報に一文寄稿するようにとのお誘いなので、私のざっくばらんな現況の一部

報告を綴ることにいたします。

　私は、平成 17 年 3月に定年退職いたしました。退職後、あっという間に 6年半が経ち、ちょうど満 70 歳の誕生日を

迎えたばかりです。大阪市の敬老優待乗車証もいただいて、名実ともに老年の域に達しました。

↑万代池公園



を載せたトラックを13台連ねて、阿倍野区内６～７割といわれる氏子町内を巡行し、地域の方々

と大いに楽しみ、大いに盛り上がっています。　

   私の居場所その 2は、「大阪住吉ロータリークラブ」です。阪大ワンゲル部時代の友人（吹田のロータリアン）が、「退

職したら週に 1度くらいは背広を着て、ネクタイを締めて、それ相応の人たちと会食が必要」、「大阪南部の老舗クラブ

を紹介してあげよう」と勧めてくれました。「社会とのかかわり」はもっと広範囲に持ちたいと思っていましたので、大

いに感謝し、渡りに舟とばかりに、退職後半年して入会しました（当時の会員数は 41 名）。ロータリークラブは、世界

最大規模の民間奉仕団体で、クラブライフを通じて人間力を磨くというのも気に入りました。入会時は全く知人のいな

いクラブでしたので、少々心細かったのですが、「意識して新しい集団に入ったのだから当たり前だ」と言い聞かせまし

た。名前や職業等一刻も早く覚えて仲間に混じるよう努力しました。「社会奉仕」、「国際奉仕」、「青少年奉仕」など色々

なプログラムがあり、どう参加していくかが課題となっています。人はそれぞれ年齢が進むと「上質の奉仕をしたい」

という欲求があると思います。その思いを満足させてくれると思いました。入会後 5年目に、クラブ幹事を拝命し、期

待通りには程遠かったですが、何とか勤め終わり、今やっとメンバーになれたのかなという実感があります。今年の 7

月から 3つのロータリークラブが合併して、新しく「大阪帝塚山ロータリークラブ」としてスタートしました（会員数

61 名）。また新しいメンバーの名前などを覚えねばと気を引き締めています。

　私は、退職後、幸運にも２つの居場所を見つけることが出来ました。それぞれ付き合う人たちは、大学人ではなく実

業界の人たちですが、違和感なく親睦を深めています。人と人との信頼関係や会の運営など基本的なところは、産研の「湯

川研」や「材料解析センター」での様々な体験で身についており、予想外にうまく対応できています。阪大産研という

恵まれた環境の中でお世話になった皆さまに、改めて感謝をいたしております。そして、今でも３～４ヶ月に 1度くら

いの割合で「総合解析センター」を訪れ、現役メンバーの皆さまのご活躍の様子を嬉しく拝見しています。「健康体を得、

心地よい居場所を得て、現在までのところは穏やかに過ごしています」という私の現況を綴って、拙文を閉じることに

いたします。
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  産研の山口所長と雑談をしていたとき、たまたま山歩きの話になった。所長はすかさず「産研の同窓会通信に山の話を書

いてくれませんか」ともちかけてきた。そのタイミングのよさについ引き受けてしまった。いままで 300 近い山に登ってい

るが、ここに書くのがふさわしい山を選ぶとなるとなかなか難しい。そこで産研にもっとも近い山に新たに登り、それを書

くことにした。これはいわば産研の裏山歩きの報告である。

　

     産研からは直接見えないが、工学部コモンイースト棟 15 階のレ

ストラン「La Scena」から北の方向を眺めると箕面の山々が見える。

写真は真北から 30 度ほど西の方向の風景を撮影したものである。

遠くの尾根は、箕面の「政の茶屋園地」を西の起点とする東海自

然歩道である。その一部が標高 540ｍの最勝ヶ峰だ。この頂上に

は開成皇子（かいじょうおうじ）の墓がある。最勝ヶ峰の山麓に

勝尾寺があり、その手前は外院尾根だ。

　勝尾寺は奈良時代初期に善仲・善算の双子兄弟が草庵を構えて

修行をしたことに始まる。その後光仁天皇の皇子開成が両人を師

として、大般若経を書き写し、寺をたてて弥勒寺と称した。第六

代座主行巡上人は清和天皇の安穏を祈って効験があり、勝王寺（王

に勝つ寺）という名を賜ったが、寺側は王を尾に控え、勝尾寺としたという。したがって読み方は「かつおうじ」である。

　この勝尾寺の昔からの参道は、国道 171 号線勝尾寺口の少し南、西国街道のそばにある大鳥居をくぐり、外院から外院尾

根を登ってしばらく歩き、山門に降りるというものであった。勝尾寺古参道・最勝ヶ岳というルートは歴史的にも興味ある

箇所があり、山歩きのルートとしてもおもしろい。

　原稿の依頼を正式に受けた日の翌々日 9月 14

日に、妻の伸枝を伴ってこのルートを歩いてみ

た。大鳥居から外院までは市街地なので、歩く

のは省略し、箕面池田線の外院 2丁目のバス停

付近から北に向かって歩き出した。すぐに二股。

小高いところにいって様子をみようと、右の坂

を登った。あたりは畑。農作業していた人に古

参道のことを聞き、少し歩いて左側の道に戻っ

た。この高台は標高 100ｍくらいだが、下が開け

ていて市街地がよく見える。こういうところで

農作業するのは気分がいいだろうなと思った。

舗装された狭い道を少し歩き、猪よけの網戸の

開き戸をぬけると、特徴のあるツユクサの花が

私達を出迎えてくれた。少し行くと地図が書か

　

「勝尾寺古参道・最勝ガ峰」

Lorem Ipsum Dolor

Mountain.1

↑（図１）

趣味の一つに登山をされる權田俊一先生が、山を日記形式
でご紹介くださる連載企画「山行日記」がスタート！！



れた看板があり、「あたごの森」とある。これは箕面市が学校の森に指定したところのようで、外院尾根の南の部分をさ

すらしい。

    ここでせまい舗装路から右の山道に入り、木立のなかのやや急な坂を登る。リョウブや杉などの木々の葉にさえぎられ。

太陽の光は木漏れ日になる。しばらくゆくと鮮やかなシダの葉を背景にかわいい石灯籠がある。まもなく東方面からの

旧参道が合流する。この付近は古参道と旧参道の 2本の道が通り、ときどき一緒になる。黒い羽根に 1本の白い帯の有

る頭の赤い蝶が、後になり先になりまわりをとんで先導してくれているようだ。小さいお地蔵さんが祀られた祠にでた。

地元の人が手入れをしているのだろう、ホウキやバケツが備えつけてあった。尾根の稜線は標高 300ｍあたりで平らな

道になり、松やコナラが目立つ。ナラ枯れ調査木の銘板を貼った木もある。少し歩くと階段状の坂になる。此処の階段

は丸太を並べたもので、金属板・釘などは見当たらず気持ちがいい。距離を示す町石をすぎると、見晴らしのきくとこ

ろに出た。丸太のベンチも置いてある。ここからは粟生の町など南東方向が見渡せる。

  しばらく行くと「しらみ地蔵」への分岐。箕面自然休養林の大きな案内図がある。さらに進むと「八天牓示石蔵」（は

ちてんぼうじいしくら）がある。寛喜 2年（1230 年）ふもとの村々との境界紛争が解決したとき、勝尾寺が設けた土地

の境界標（牓示）八箇所のひとつである。石蔵からは青銅の八天像が発見され、特殊な遺構であることから国の史跡に

指定されている。ここは勝尾寺の境内からかなりはなれた山の中である。寺の領域の広さにはびっくりする。ここから

先は、お地蔵様もあって、両側に石を 2列線状に並べた歩道で、寺領を歩いている感じが濃厚になる。四角い石の柱がたっ

ており、四町などと文字や図が刻まれている。傍らには史跡勝尾寺旧参道四町石とかかれた木の柱。看板に書かれた説

明によると、旧参道は西国街道筋の大鳥居から 36 町（約 4ｋｍ）の道程を経て山門にいたる。現在この間には寺までの

距離を示す町石が 20 基確認されているが、本来は 1町ごとにたてられていたと推測されている。七町石までの町石はわ

が国最古の町石で、国の史跡に指定されているそうだ。三町石を過ぎたところでしらみ地蔵への道を左に分ける。そし

て政の茶屋園地につながる自然研究路 5号線を左に見送る。階段状の道を下りきると、勝尾寺の山門前だ。

    道路をへだてて山門がある。正面からみると山門の額には「應頂山」の文字。勝尾寺の境内に入るのは有料だ。入口の「花

の茶屋」を通って中へ入る。山門を通り抜けて振り返ると天皇から賜った名の「勝王寺」の文字が見える。この小文の

表題の横にある私の顔写真は花の茶屋の中でとったもので、「勝ちダルマ」も写っている。王に勝つ寺ということから「勝

運の寺」となり、勝負が命の武士たちの信仰を集めた。多くの建物が源平の戦いで焼失したが、現在の薬師堂は源頼朝、

本堂、山門は豊臣秀頼の寄進という。また各将軍より広大な荘園の寄贈をうけた。寺領の大きさはこういうことにもよ

るのだろう。勝ちダルマを授かり、勝ち運をつかんだ人たちのダルマが境内にたくさん奉納されている。　境内の中は、桜、

アジサイ、モミジなどの木々の間に趣のある建物が点在し、池を配して美しい庭園を形作っている。外院尾根の最高点

    



では標高400ｍを越えていたが、山門のところは360ｍくらい。本堂へはまた少し登る。途中、

もう彼岸花が咲いていた。

　寺で一番高いところにある建物は、法然上人が浄土宗の教えを授かったといわれる二階堂

だ。ここに行く途中に東海自然歩道と書かれた矢印の板がある。これにそって進むと網戸の

門があり、この前で坊さんがひとりタバコを吸っていた。愛嬌のある人で、この門は境内の

いいところやお墓を掘り起こす猪を入れないためのもの、などと話し相手になってくれた。

この門をぬけると山道だ。以前に何回か、政の茶屋の方から東海自然歩道を通り、勝尾寺に降りたことがあるが、降り

ると登るでは印象が違う。結構急な坂を、標高差にして120ｍほどジグザグに登る。写真はその途中から勝尾寺山門を撮っ

たもので、山門の向こう側に少し見える階段が外院尾根を通る古参道である。杉やヒノキの坂道をさらに登れば、東海

自然歩道に出る。右にゆけば、竜王山からポンポン山、左にゆけば、最勝ヶ峰、開成皇子の墓から政の茶屋である。歩

きやすい歩道を最勝ヶ峰へと向かう。道は木にさえぎられて眺望はないが、一箇所、岩肌になっていて眺望が開けると

ころがある。遠くは生駒山、手前には箕面、茨木、吹田などの町もひろがっている。阪大吹田キャンパスも視界のなか

にあるはずだが、少し霞み、それに立ち木に邪魔されて特定はできなかった。そこから間もなくして標高 540ｍの最勝ヶ

峰頂上、開成皇子の墓である。宮内庁が管理する開成皇子の墓は、砂利を敷き詰めた、山の頂上にあるとは思えないほ

どの立派な墓で、立ち入りは禁止されている。開成皇子は光仁天皇の子、桓武天皇の異母兄というが、どんな人だった

のだろうか。以前、東海自然歩道の竜王山付近を歩いているとき、そのヒントになる看板に出会った。竜王山の近くに

宝池寺があり、そこに八大竜王宮というのがある。その由来書によれば、宝亀年代（770-780）に畿内は大干ばつに見舞

われ、餓死するものが続出した。当時若くして出家し、北摂の山にこもり荒修行されていた開成皇子はこのことを見聞

され、竜王が住むというこの山に登って、池を掘り護摩を焚き般若心経を唱え、名の異なる八柱の竜神を招請し、慈雨

を降らせた。このため五穀はよみがえり多数の庶民が救われたという。開成皇子はこのあたりを根拠地にして修行と善

行を積み、勝尾寺をもつくった尊敬される人物だったようだ。

　頂上をあとにして、来た道を勝尾寺に戻った。境内の木陰のベンチで昼食のおにぎりを食べた。たまたま落としたシャ

ケの切れ端を大きなアリが一匹で一生懸命引っ張っている。食事を終わって立とうとしたら、伸枝が、「どこへもってゆ

くのか、もう少し見ていましょう」、という。やれやれ、こちらは早く帰りたいのに。見ていると途中で溝にシャケがひっ

かかって動かなくなった。そのアリは姿を消したかと思うと、すこしして仲間を 2匹連れてやってきた。シャケは無事

動きだした。これを見て伸枝もようやく腰を上げた。こんな気分になれるのも、勝尾寺の功徳のおかげか。

　勝尾寺をでると、ふたたび、古参道の階段を登った。自然探勝路への分岐を過ぎ、「しらみ地蔵」への道をたどった。

帰りは上り下りの多い尾根道ではなく、くだり一本の沢道をとるつもりである。樹林の坂道をくだると、赤い前掛けを

かけたしらみ地蔵のところにでた。平らな道を少し歩くと「豊能自然歩道」である。林道だろう。車が一台通れるくら

いの幅の道が続いている、傾斜もゆるく歩きよい。登る時間よりはるかに短い時間で最初の「あたごの森」の看板のと

ころに戻った。

     出発点のところにある喫茶レストラン「ICHIRIN COFFEE」で、私はアイスクリーム、伸枝はケーキ、コーヒーを頼んだ。

ケーキはすごく美味しかったとか。内緒の話だが、ここの駐車場に車をおかせてもらったので、せめてものお礼という

意味もある。それは別としても、なかなかいい店だった。

３／３



掲示板

● 「第 67 回学術講演会～産業科学研究の新展開～」を開催しました。
　平成23 年11 月22 日（月）に産業科学研究所・講堂において「第 67回 学 術 講 演会」を開催しました。
　今回は「産業科学イ研究の新展開」をテーマに、午前中は各研究室、附属施設、共通施設による合計４2
件のポスターセッションが盛況のもとで行われ、引き続き、午後からは、産業科学研究の新展開をテーマ
としたシンポジウムが開催されました。
　シンポジウムは、 山口明人所長の挨拶ではじまり、（独）日本学術
振興会　顧問・前理事長　小野　元之氏による「大震災からの復興とこ
れからの大学の役割」と題する特別講演が行なわれました。学内の教職
員、院生・学生及び学外からの研究者等の参加者約85 名が熱心に聴講
しました。また、本研究所教授5名による一般講演が行なわれ、本シン
ポジウムのテーマにふさわしい最新の研究成果が紹介されました。
　学術講演会終了後には、現職教授と名誉教授との懇親会が開催され、
多数の産研名誉教授の方々にご参加いただき、近況を交えて、懐かしい
産研の昔話をお話いただきました。

【 講演内容 】
◯特別講演
・「大震災からの復興とこれからの大学の役割」 （独）日本学術振興会　顧問・前理事長　小野　元之 
◯一般講演
・「窒化物半導体と半導体スピントロニクス」  産業科学研究所　教授　朝日　一 
・「マクロおよびナノポーラス金属の研究と展望」  産業科学研究所　中嶋　英雄 
・「生物はいかにして異物を認識するか」  産業科学研究所　山口　明人 
・「第一原理計算による物性予測と物質設計」  附属産業科学ナノテクノロジーセンター　教授　小口　多美夫 
・「オントロジー工学-理論と実践」 産業科学研究所　溝口　理一郎　　　　
 

　第 1回大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企画
●「待兼山クリスマスコンサート 2011」開催のご案内
　豊中市にある大阪大学と大阪音楽大学。「地域に生き世界に伸びる」をモットーとする総合大学と、「時
代を革新する音楽文化の担い手」を志す芸術系単科大学が、それそれの持ち味をいかし、地域の文化振
興に貢献できないだろうか。そんな思いから始まったジョイント企画です。第 1 回は、大阪大学豊中キャ
ンパスでの開催。大阪音楽大学からクラリネットオーケストラ、大阪大学からはアカペラグループが出
演します。 　
開催日時：2011 年 12 月 18 日（日）　14:00 ～ 15:30（会場 13:30）
会場：大阪大学会館　講堂（大阪大学豊中キャンパス　旧イ号館）
出演：大阪大学クラリネットオーケストラ
             Moscow Mule （大阪大学アカペラサークル　inspiritual voices 所属）
主催：大阪大学２１世紀懐徳堂、大阪音楽大学連携支援センター、豊中市
事前申込：E-mail (handai-ondai@21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp）又は
　　　　　FAX（06-6850-6449）にてお申し込みください。
問い合わせ：大阪大学２１世紀懐徳堂
　　　　　　T E L : 06-6850-6443
　　　　　　住所 : 大阪大学豊中市待兼山町 1-13　大阪大学会館内）

　無料

● 定年退職者紹介
　平成２３年３月に、馬場久美子技術専門職員（技術室）が定年退職されました。



●「大阪大学卒業生の集い」in 東京 開催のご案内
　東京を中心とした関東圏に在住・在職されている多くの卒業生の皆様と交流
を図るため、東京にて「大阪大学卒業生の集い」を開催いたします。ご友人等
お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

１．主　催：国立大学法人大阪大学
２．協　賛：大阪大学同窓会連合会
３．開催日：平成２３年１２月２日（金）１８時～２１時（受付：１７時～）
４．場　所：学士会館 (東京都千代田区神田錦町3-28)
                          セレモニー：２１０号室
　　　 　　　懇    談    会：２０１号室、２０２号室
５．会　費：３，０００円（ご同伴者も同額）頂戴いたします。
６．次　第：
　一、セレモニー（１８時～１９時１５分）
　　・主催者代表挨拶及び大阪大学の近況報告　　大阪大学総長　平野　俊夫
　　・本学卒業生による講演会　　第一三共株式会社代表取締役社長　中山　讓治　様
　一、交流会（１９時２０分～２１時）
　　・同窓会連合会会長挨拶　　　大阪大学同窓会連合会会長　熊谷　信昭
７．申込み方法
　　大阪大学HPより応募いただくか、①氏名、②住所、③電話番号、④卒業学部名・卒業年又は卒業学科
　　名・卒業年、⑤出席希望項目（セレモニーのみ出席or交流会のみ出席orどちらも出席）を以下のいずれ
　　かの方法でご回報ください。
　　①メール：dousoukai-r@ml.office.osaka-u.ac.jp宛に、表題を「卒業生の集い」として送信願います。
　　②ＦＡＸ：０６－６８７９－７１５６
　　③郵送：大阪大学同窓会連合会事務室宛
　　（〒565-0871　大阪府吹田市山田丘１－１
　　　　大阪大学広報・社学連携オフィス　広報・社学連携事務室内）

●「第 3回知の拠点セミナー」開催のご案内　

　現在、２７の国立大学に、合計７４の共同利用・共同研究拠点（８６施設）があり、こうした拠点が一
体となって、毎月１回、東京・品川で、連続セミナーを開催します。今回は、異物排出タンパクが異物を
識別する巧妙な仕組みを最近の知見を踏まえて解説するとともに、多剤耐性菌問題の解決に向けた取り組
みを紹介します。 
    サイエンスカフェ風のくつろいだ雰囲気のなかで、自由な談論のときをお過ごしください。 

開催日時：平成 23 年 12月16日（金）17:30 ～ 19:30 
場　　所： 京都大学東京オフィス
　　　　　〒108-6027
　　　　　東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟27階

テーマ：「生物による異物認識の原点：

　　　　異物排出タンパクの構造に見る異物認識原理」
講演者： 山口明人（大阪大学産業科学研究所　所長） 
司会者： 西野邦彦（大阪大学産業科学研究所　准教授
　　　　　　　　（感染制御学研究分野）） 

全国共同利用・共同研究拠点協議会　　　　　　　　　　

～生物による異物認識の原点：異物排出タンパクの構造に見る異物認識原理～

参加申込：全国共同利用・共同研究拠点協議会HPよりお申し込みください。

　無料

産研同窓会（SANKEN Alumni Association）
〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘８－１  /   TEL : 06-6879-8380 / FAX : 06-6879-8509

E-mail : DOUSOUKAI@sanken.osaka-u.ac.jp  /   URL : http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/dousoukai/
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